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センチュリーロイヤルホテル
札幌市制 100 周年記念事業
“札幌婚”応援企画 第二弾
5 組限定 札幌の四季をテーマにした特別コース料理や
総額 100 万円相当の割引など、多彩な特典付き

結婚式と披露宴をセットにした特別ウエディングプランを販売

「笑顔になれる街」の実現に取り組む会員組織「サッポロスマイルパートナーズ」であるセン
チュリーロイヤルホテル（総支配人: 桶川昌幸／札幌市中央区）では、7 月 1 日（金）より札幌
市制 100 周年を記念して、ホテルでの挙式と披露宴をセットにしたお得なウエディングプランを
販売いたします。昨今、少人数での結婚式やフォトウエディングなど結婚式の多様化が進む一方
で、なし婚層といわれる結婚式を実施しない夫婦が増えており、結婚式の価値が問われる時代に
なりました。このような中、地元・札幌での結婚式と披露宴の機会を提供し、地域への愛着と市
が推進する「笑顔の街・札幌」の実現につながればと思い企画いたしました。市制 100 周年を記
念した結婚企画は、札幌市在住のカップルが対象の「市役所結婚式」に続く第二弾となります。
本プランでは新郎新婦のどちらかが札幌市出身、在住、在勤、または（札幌市が）思い出の場
所である新郎新婦を対象にしております。チャペル内での人前式、地元のプロ演奏者によるアン
サンブル生演奏、和洋中の調理長による札幌の四季をテーマにしたオリジナルフルコース、飲み
物、衣裳（合計 100 万円迄、新郎新婦各 1 点ずつ）、記念写真などが含まれ、料金は「笑顔」に
ちなみ 20 名様 25 万 2500 円(=ニコニコ)～。さらに、100 本の薔薇で仕立てたメインテーブルや
定価 100 万円の色打掛や生ウエディングケーキの割引など総額 100 万円相当を還元する 10 大特
典付き。予約は 7 月 1 日〜11 月 30 日まで。5 組限定で、12 月 31 日までの挙式・披露宴が対象。
ブライダル課マネージャーの宮本は「縁の地である札幌市の 100 周年の節目に、記念となる結婚
式をお二人と一緒に創り上げていきたい」とコメントしております。開催概要は別紙の通りです。

【報道関係の方のお問い合わせ先】
センチュリーロイヤルホテル
センチュリーロイヤルホテル
営業企画室 : 蝦名（えびな）・大湯（おおゆ）
TEL／011-210-9340 FAX／011-210-9331

札幌市制100周年記念ウエディングプラン
【予約期間】2022 年 7 月 1 日（金）から 2022 年 11 月 30 日（水）まで
【適用期間】2022 年 12 月 31 日（土）の婚礼実施分まで
【内

容】20 名 252,500 円（税金・サービス料を含む）

※会費 お一人様 20,000 円～

【対 象 者】新郎新婦のどちらかが札幌市出身、在住、在勤、
または（札幌市が）思い出の場所である新郎新婦
【備

考】5 組限定

【後

援】札幌市（予定）

≪プラン内容≫
・チャペル内人前式
・お料理：札幌市制 100 周年特別フルコース
（札幌の四季をイメージした和洋中折衷創作料理）
【前菜（和食）】春
グリーンアスパラガスの塩茹で、帆立と彩り野菜
キャビア添え 鮑の肝焼き
とうもろこしとベーコンのバター炒め 鱒のソテーと蕪の噴水仕立て
イカ松皮焼き霜のライラック仕立てシャドークィーンのソース毛蟹と野菜のテレビ塔いくら添え
桜麩

花びら百合根

【スープ（中華）】冬
フカヒレ卵白スープ 2030 への願い雪 サッポロスマイル添え
【魚料理（中華）】夏
ロブスターのチリソース 帆立葱油焼き雲丹添え ソフト蟹揚げマヨソース金砂掛け花火仕立て
【肉料理（洋食）】秋
札幌黄の器入りサッポロビール風味の黒毛和牛ビーフシチュー
札幌産椎茸のア・ラ・クレームと札幌産とうもろこしと牛蒡のベニエ
札幌クラフト生ハム添え 秋見立て
【御飯（和食）】夏
秋刀魚の蒲焼き小丼 ～土用の丑の日 札幌風～ 新生姜 錦糸卵
【デザート】冬
〜雪まつりの思い出〜特製レアチーズの雪だるま 大通り仕立て
・コーヒー
※本コース料理でご用意する食材は、現地からの入荷状況により品切れ、または変更となる場合が
ございます
・フリードリンク（サッポロクラシック、千歳鶴など）
・記念写真（2 ポーズ 1 冊）・親族控室（2 室）・司会者・受付代行（1 名）
・衣裳（新郎新婦各 1 点・衣裳枠 100 万円<税込>まで）・美容・着付代・テーブルクロス
・介添人

人前結婚式時、披露宴迎賓時のアンサンブル生演奏付
≪10 大特典≫100 万円相当還元

※

1． メインテーブルを 100 本の薔薇で装花（55,000 円相当プレゼント）
2． 100 万円色打掛レンタル（通常価格 1,000,000 円→特別価格 300,000 円）
3． 生ウエディングケーキ 60 名様分（通常価格 60,000 円→特別価格 30,000 円）
4． ウェルカムドリンク（18,000 円相当プレゼント）
5． プロジェクター&スクリーン（39,600 円相当プレゼント）
6． 新郎新婦ご宿泊（33,000 円相当プレゼント）
7． フラワーシャワー（22,000 円相当プレゼント）
8． 案内状一式 60 名様分（26,400 円相当プレゼント）
9． スナップフォトアルバム（通常価格 148,500 円→特別価格 110,000 円）
10．VTR 撮影（通常価格 132,000 円→特別価格 93,500 円）
■ご予約・お問い合わせ
センチュリーロイヤルホテル
Tel:011-221-3003

ブライダルコーナー

Fax：011-210-9337

人前結婚式時、披露宴迎賓時のアンサンブル生演奏を担当※
アンサンブルグループ奏楽（そら）について
「いつでも、どこでも、音楽を！」をモットーに、北海道の隅々や日本各地に生演奏と笑顔を届
けているアンサンブルグループ。コロナ禍でも演奏活動を続けるべく、2020 年 3 月末より、
Facebook ページにて演奏動画「音楽の小部屋」を毎日更新するほか、『ニューイヤーコンサート
2021』『モーツァルト協奏曲連続演奏会』を YouTube で無料配信するなど、オンラインを活用し
た演奏活動も積極的に行っている。

アンサンブルグループ奏楽（そら）
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施 設
客室数
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レストラン

宴会場
その他
駐車場

札幌国際観光株式会社 センチュリーロイヤルホテル
〒060-0005 札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 2 番地
TEL：011-221-2121 FAX：011-231-2538
URL：http://www.cr-hotel.com/
1973 年（昭和 48 年）5 月 10 日
桶川 昌幸
地上 23 階・地下 3 階
300 室
557 名
「YUUYOO TERRACE SAPPORO」（ユーヨーテラス サッポロ）
「日本料理 北乃路」「スカイレストラン ロンド」
「ティーラウンジ フォンテーヌ 」
4 室 結婚式場（チャペル）
衣裳室、写真室
30 台収容（地下 3 階駐車場）
2022 年 6 月 17 日現在

